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　「あの日」とは、ヒロシマ・ナガサキ。
ビキニ環礁・・・チェルノブイリ、そして
フクシマ。ここで言う「その日」とは、次
の原発事故の起きた日（起こしてはならな
いが）のことです。「その日」、あなたは避
難しますか？それとも避難者を受け入れる
側ですか？
　新潟には、東京電力柏崎刈羽原発があり
発電出力は世界最大です。東京電力福島第一原発事故を受け、国から原
発事故時の住民避難計画の策定を求められていた自治体（原発から 30
キロ圏内）は、避難先の確保や安定ヨウ素剤の配布などの具体化も困難
で、実効性ある計画ができるとは到底思えません。福島と同等の事故を
想定したところで、風向きや風力によって避難する方向も距離も変わる
のですから。30 キロ圏内の住民避難で済まないのは、福島の実状を観
ても明らかです。地元３団体の一つである「原発反対刈羽村を守る会」
の武本和幸さんによれば、柏崎刈羽原発の距離別夜間人口は、即時避難
が強いられる５㎞圏内に１万６千人が住んでいて、５０人乗りの大型バ
スで避難するなら３３０台が必要になり現実的ではないと主張し、原子
力防災計画を議論することが原発を考える契機になると訴えています。
再稼働を推進する流れに乗るかのようでジレンマを覚えますが、自分の
こととして考え議論することこそ脱原発への近道なのだと理解しています。
　柏崎刈羽原発は、豆腐の上に立つと言われながら７基もあります。
2002 年、一技術者の内部告発をきっかけにデータの改ざん・隠ぺいが
明るみに出て、東京電力の全原発（福島・新潟）１７基が一時期停止し
ました。また、2007 年の中越沖地震で被災し、配電盤の火災は１時間
以上も消火できずにいた映像を覚えている人も多いことでしょう。設計
時の予想振動をはるかに超えた大きな揺れが起きた事実は重大です。３
基が稼働中１基が起動中であり自動停止したのは運が良かっただけと言
われていて、フクシマ以上の災禍は紙一重でした。これまでの６年間、
私たち新潟 YWCA も賛同団体になっている「原発からいのちとふるさ
とを守る県民の会」や地元３団体などの市民は、「柏崎刈羽原発の閉鎖
を訴える科学者・技術者の会」との連携を得ながら、より多くの市民に
伝えていく努力を続けてきました。また、県の技術委員会と２つの小委

『その日』の前に
日本 YWCA 副会長・新潟 YWCA　横　山　由美子
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員会を傍聴し、県知事や県原子力安全対策課へ申し
入れを重ねて意見交換をしてきたのです。かなり専
門的な知見に対しても学び、地震で傷ついた原発の
危険性を粘り強く指摘してきました。
　今、泉田県知事は、“ 福島の事故の検証が済まな
いうちに再稼働の議論はできない ” という意思を表
明し、原子力規制委員会の新基準は不十分であると
田中俊一委員長あてに質問を提出し面会を要請して
います。知事は、昨年 3 月に県独自の福島事故の
検証を技術委員会に依頼して各事故調（民間・国会・
政府・東電）の報告と意見交換後に福島の事故を踏
まえた課題がまとめられたものから質問状が作成さ
れたのです。まだ議論が足りませんが、原発立地の
県が独自の検証をしたことは評価できるのではない
かと思います。
　また今年７月、柏崎刈羽原発の再稼
働に向けた安全審査申請をめぐり、知
事と広瀬東電社長の会談が物別れに
なってメディアを賑わせました。東電
は新基準による適合審査を受ける前提
となるフィルターベント設置を性急に
進めようとしていました。フィルター
で「粒子状の放射性物質を 1,000 分
の一に低減する」とはいえ、希ガス（キ
セノン・クリプトン）は丸ごと放出し
ますし、最後の砦である格納容器の閉
じ込め機能を自ら放棄するものです。５重の壁で防
護され「止める・冷やす・閉じ込める」のだから安
全というこれまでの神話さえ投げ出し、東電は再稼
働に必死です。実は、フィルターベント設置につい
て柏崎市長と刈羽村長は事前了解をしています。東
電は安全協定を守り自治体との合意の上で検討する
ようにと、知事が主張し踏み止まってくれているこ
とに期待したいと思います。ぜひ、新潟県知事に応
援メッセージを届けてください。過去を振り返って
みても今もなお、東電の改ざん・隠ぺい・過小評価
する体質は変わりません。
　さて、福島原発の汚染水については、４月地下貯
水槽から汚染水漏れが相次ぎ使用停止になっていま
した。８月に地上タンクから約３００トンの汚染水
漏れが判明し、敷地海側からは汚染された地下水が
一日３００トン海へ流れ出ていると東電が発表しま
した。福島原発告訴団は９月３日、「人の健康に係

る公害犯罪の処罰に関する法律違反」の容疑で、東
電と幹部３２人を告発しています。海渡弁護士は「事
故直後にすでに遮水壁を造る計画が東電内部にあっ
たのに実現しなかった。しっかり捜査してほしい」
と話しています。国も東電も隠ぺい・過小評価体質
は同じです。2020 東京オリンピックに浮かれてい
る場合ではありません。地元漁業関係者はじめ世界
の人々の危機感は増しています。
　東京電力福島第一原子力発電所の事故により海や
空気、山や川にも放射性物質が膨大に降り注ぎ、垂
れ流しされています。音も色もなく移動し、あらゆ
る生き物に影響を与えながら地球上に永く居座るモ
ンスターのようです。 “ 平和利用 ” や “CO₂ を出さ
ない ” というまやかしの中で進められてきた核開発
は、人間がコントロールできないことを認めない『傲

慢』と目の前の利益にしがみつく『弱
さ』と多くの人々の『無関心さ』が助
長してきたように思います。さらに、
核は矛盾を包括しながら分断を招き続
けています。例えば、家族や地域コミュ
ニテイが分断されています。強制避難
と自主避難とで賠償が異なるためにお
こる分断もあります。地方に押し付け
られ、原発を難しい話にして市民に見
えないように原子力ムラが形成されて
きたことも同様です。核兵器廃絶を訴

える人々の中には、原発事故を過小評価している人
も少なからずいて温度差を感じたこともありまし
た。あらゆる分断を超えて、新たな歩みができるよ
う祈り求めたいと思います。そして “ ３・１１「あ
の日」をターニングポイントにして、いのちを大切
にする生き方にシフトした ” と後世に伝えられるよ
う行動していきたいと願っています。
　東日本大震災から 2 年半が過ぎましたが、原発
事故の収束は見通しすら立っていません。新潟には
福島などから約 5000 人（9 月現在）が避難してい
ます。「子ども・被災者支援法」は未だ被災者のた
めに機能しておらず、賠償請求の期限が迫っていま
す。いかに自分のこととして考えられるかが試され
ています。「その日」の前に、共に行動していきましょ
う。
　

▲ 2007 年中越沖地震の際に起きた
　配電盤火災の跡



- 3 -

CNFE NewsLetter No 4

　６月１９日から２５日まで８日間で韓国にある
すべての原発を巡るツアーに、国際連帯プロジェ
クトの活動の一環として NNAA（No Nukes Asia 
Action）主催のツアーに参加しました。日本側の
参加者は２１名、当プロジェクトの５名を中心に、
牧師、弁護士、翻訳家、市民運動家、主婦やロサン
ゼルスからの参加もあり、実に多彩なメンバーでし
た。ツアーを企画・運営したのは、昨年の下北半島
核ツアーにも参加されたソウル在住の李大洙 ( イ・
デス ) 牧師です。彼は、実際の市民運動に特化した
活動を始めた方で、日韓市民交流では幅広い人脈を
もち、訪問地の設定、各地での集会参加者への呼び
掛け、宿泊や食事の手配などすべての段取りをして
いただきました。とても感謝です。
　韓国は、古里、月城 ( ウォルソン )、蔚珍 ( ウル
ジン )、霊光 ( ヨングァン ) の４地域で計２３基の

原発を数える世界で５番目の原発大国ですが、短期
間でこの原発 4 地域を回る旅行は韓国でも始めて
の企画とのことです。集合地は、初日の宿であるソ
ウルの郊外の水原のユースホステルでした。「チャ
ングム」のロケ地として利用され、ユネスコの世界
文化遺産にも指定された美しい町です。
　最初に訪問したのは、霊光 ( ヨングァン ) 原発の
広報館でした。そこでは地元の方々が大きな横断幕
を拡げて私たちの到着を待ってくれていました。広
報館の内容はいずこも同じで、韓国の原発は福島と

は違って安全だ、飛行機が突撃してきてもびくとも
しないなど、古い「安全神話」を未だにそのまま宣
伝していました。
　その夜は、円仏教の本拠地で地元の反対運動をさ
れている方々と交流会を持ちました。道場で車座に
なって話し合ったのですが、農民の方が多く、畑で
とれた大きな甘い西瓜をいただきながら、彼らは「闘
いに命をかける」と平然と言い放つのです。韓国で
は、歴史的に言って、西側は革新的、東側が保守的
とのことです。円仏教の本山での食事は完全な自己

栽培の有機農野菜であり、夕食には肉類はなく、魚
が一匹と野菜だけの質素な食事でしたが美味しくい
ただきました。朝のおかゆも素晴らしいものでした。

「韓日市民脱核平和ツアー」報告
ＣＮＦＥ国際連帯プロジェクト担当　八木沼　豊

　特　　　集

▲霊光 ( ヨングァン ) の円仏教の道場での交流会

▲古里原発本部前での記者会見。「ヒムロ！（勝利）」のコール
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　第二の原発地域は古里です。ここでは、地元のテ
レビ局の取材を受けました。これは韓国の原発で古
い部品を偽って新品として納品したり、たくさんの
部品の品質合格証書が偽造されたり、制御棒などに
ひび割れが発見されるなどの不祥事・事故が発覚し
て大きなニュースとなっていたためです。私たちは
テレビカメラに向かって、「ヒムロ」（勝利）と声を
合わせて叫びました。古里では反対運動を展開する
方も多いのですが、古里原発から３０キロ離れたと
ころにある韓国第二の都市釜山では観光都市で貿
易・漁業の中心でもあるためか、放射能の問題を正
面から取り上げて反原発運動を展開することは困難
なようです。
　次に訪れたのが月城 ( ウォルソン ) 原発です。こ

こ で も 私
た ち は テ
レ ビ 局 の
取 材 を 受
けました。
メ ン バ ー
のひとり、
福 島 の い
わ き で 保

育園の園長もされている明石牧師はインタビューで
３・１１当日、何の情報もなかったために水を求め
て並んだおかあさんや子どもたちがどれほど被曝を
したのか一生悩まなければならない、仮に発病して
も放射能の影響を証明するのは至難のわざだという
経験談を話されました。
　最後の原発立地地域は蔚珍 ( ウルジン ) です。蔚
珍では原発から数百メートルのところに保育園や老
人ホームがありました。下校途中の蔚珍の小学生た
ちに「原発は恐くないか」と尋ねたら、全員が「恐
くない」と答えていました。
　四つの原発立地地域を全て巡り、最後に訪れたの
が原発の新規候補地になっている三陟(サムチョク)
でした。市内に原発反対運動の事務所があり、正面
の横断幕には旧約聖書のアモス５：２４『正義を洪
水のように…流れさせよ』というみ言葉が大きく掲
載されていました。私たち全員が短い挨拶をした後、
共同代表のカトリックの神父、女学校同窓会の会長、
大学の教授がそれぞれ心のこもった挨拶をされ、感
激でした。交流会終了後は、懇親の時を持ちました。

翌日は、三陟の
市議が、市内の
公園にある世界
で唯一の原発に
関する「勝利の
塔」に案内して
くれました。そ
れ は 1990 年 代
に原発建設を阻
止し、次に低レベルの放射性物質の貯蔵場建設を拒
んで勝利した時に建設した塔でした。私たちも「勝
利の塔」の周りの木の枝に自分の名前を書いた黄色
いリボンを結び付けてきました。
　最終訪問地ソウルでは、教会や市民団体と交流の
時間をとることができました。特に１０月末から釜
山で開催される WCC（世界教会協議会）総会には
全世界から１７０ヶ国、５０００名が参加します。
韓国の「核のない社会のためのキリスト者連合」は、

「原発メーカー訴訟」を議題として提出することを
執行委員会で決定しました。私たちも日本から参加
してアピールする予定です。
　その他、自然保護のために大きな反対運動が行わ
れている世界最大級のセマングムという防潮堤プロ
ジェクトの現場、今韓国で話題になっている密陽
( ミリャン ) の送電塔の反対運動をされている方々
との交流、ソウルに向かう途中で昼食（教会内の菜
園でとれたもの）に立ち寄った十字架のない教会（牧
師は心の中にあると言ってました）およびその信徒
で音楽家のご婦人との出会いなど報告したいことが
山程ありますが紙面の都合で割愛します。
　このツアーを通じて、原発をなくすためには、国
内だけでなく韓国の方々と、アジアの方々とまた世
界の方々のスクラムを組んで手を握りつつ進んで行
かなければならないことを再認識しました。各地域
の方々が孤立して闘っていてもそこには限界があ
り、脱原発運動には、市民による国際的な視野での
連帯が不可欠であり、この国際的ネットワークこそ
が重要です。一人ひとりの力は小さくとも、連帯す
ることにより大きな力が生み出されるのです。私は、
しっかりとした国際連帯ができれば、必ず世界から
原発がなくなる日が来ると信じております。この国
際連帯の具現化のために 11 月 11 日東京地裁に「原
発メーカー訴訟」を起こす予定です。

▲三陟「勝利の塔」の前で。
　黄色いリボンをつけました。

▲十字架のない教会で、キリスト者の参加者と。
　（こんなところに十字架がありました。）
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　今回の韓国の旅は、精神的にも肉体的にもとても
ハードなものでした。数日で韓国の沿岸部のすべて

を走破し、高圧送電線設置反対運
動をしている山間の団結小屋まで
大型バスで登っていき応援の言葉
をかけたり、他の場所では原発立
地により大型車両の運行が増え、　
村人の多数が交通事故の犠牲にな
る被害を受け集団移転要求してい
る人々の話を聞き、また、朝鮮戦
争の際に突然裏切り者扱いされ、

同じ国民に命を奪われた歴史を持ちながら反原発と
いう少数者の立場をとる事の厳しさを語る人に会う
など、危機に対して鋭敏な感覚を持つ人々に出会う
旅でもありました。
　韓国の場合には、朴政権により半ば強制的に、用
地の確保・原発の設置が進められたと聞きます。さ
らに原発の危険性に関する情報は、日本以上に隠さ
れているという印象を持ちました。熱心に反原発の
立場を訴える人々の情熱を感じつつも、自分たちで
危険を察知する方法や情報の入手手段にもう少し広
がりを持つことができるのではないかという感触も
持ちました。
　しかし、そこに住む上で負わされるリスクには、
原発に就労する親族に頻発する病状など共通するい
くつもの項目が見られます。慣れるしかないのか、
共存する利益を享受しながら進まざるを得ないの
か、韓国において今の状況を急展開するほどの犠牲
が目の当たりにはされていないのか、福島第一原発
事故の犠牲が情報として正しく伝達されていない印
象を受けます。
　原発の運営主体である韓国政府は、福島とは原発
の作り方が違うと説明し、韓国の食品安全基準は日
本よりも厳しく管理していると宣伝しつつも、自国
の食品放射能の安全基準は、福島第一原発の汚染水
漏れが大きく報道された、9 月の当初まで 370 ベ
クレル /k から変更されることはありませんでした。
韓国で見聞きした衝撃的な光景は、町のすぐ目の前
に原発の全体が見えるような距離で人が住む様子で
あり、それは福島でも考えられないぐらいの距離で

す。隠されてもいない原発から及ぼされる危険性は
直接的で、逃げる猶予のないリスクを持たされてい
る事に恐怖を感じるものでした。より大きなリスク
を避けるためにと、原発は危機回避手段を講じま
す。ベントであれ、にわかの冷却であれ、危機回避
として原発のそばの自然や人間の住む場所を緩衝地
帯や高濃度の汚染物質の保管場所として奪っていき
ます。今回の事故で、何処までの範囲が犠牲を強い
られている境界線かが、主観的に、またある時には
政治的意味合いを持って語られています。
　数々の訴訟が行われていますが、国や東電は人災
としての責任を認めないままに状況は進んでいま
す。福島第一原発事故によって明らかになった事は、
原発を運用する上で管理できない問題が過去にも現
在も存在し続けているという事実です。私の住むい
わき市、特に白水のぞみ保育園の原発からの距離は、
４８キロメートル前後で、普段原発の姿を目の当た
りにすることのない場所です。従って何も考えよう
としなければ、意識しないで日常を過ごすこともで
きる位置です。しかし現実には事故後２年半を経過
して園庭の空間放射線線量は 0.08 ～ 0.11 マイク
ロシーベルトの間を行き来し、土壌の放射線の強さ
は、除染で表土を入れ替えていますが、14 ベクレ
ル /kg 程度あります。子ども達が遊んでいる時に舞
い上がる埃に含まれる放射線量は、0.093 マイクロ
シーベルト /1cm です。
　私たちの日常はこのような数字をどう受け止める
かで大きく違ってきます。この数値には、セシウム
だけでなく、カリウムその他の自然界に存在する放
射性物質が影響を及ぼします。これらの数値を地域
ごとに詳細に比較していくと、県単位や町単位で放
射能汚染の影響を切り分けることの不合理が浮かび
上がります。近隣地域と比較して多少数値に違いが
あっても、これらの数値を意識していかざるを得ま
せん。そしてその違いと影響を理解し受け止めるこ
とは、とても精神的に負担を伴う作業になります。
さらに、食物からの内部被曝の影響など、目に見え
ると見えないとに関わらず、その場所に住むこと
は、これらの現実から受ける影響に対し鋭敏でいる
か、緩慢に過ごすかを選択しなければなりません。

▲原発前での TV イン　　
　タビューに応える
　明石牧師

韓国のすべての原発立地地域を巡るツアーに参加して
常磐教会牧師　白水のぞみ保育園園長　　明　石　　義　信
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メディアの取り上げ方や国の関わりが多少変化しよ
うと、地理的には最初に犠牲になる土地であること
は変わりません。福島第一原発事故は、自分が何処
に立っているかを明らかにしました。安全な土地に
いるのかそうでないのかは、重要な問題です。しか
し、同心円状の危機回避ラインという想定が土台か
ら崩れているのも事実です。もし、再度の地震がこ
の地を襲ってきたらその危機を逃れる手段を持たな
いという現実です。
　今回の旅を振り返り、韓国の実情は実際にその場
にいき、リスクを負い続けた側の人の言葉を聞くこ

とにより、感じることができました。その言葉を自
分に関係のある言葉として聴き、出会っていくこと
が必要であると痛感しています。もしも釜山の原発
に事故が起きた場合、日本海側の海産物は、多大な
影響を受けることは明白です。互いに原発に隣接し
ている現実の中で、子どもたちのより安全とより安
心な育ちを考えるとき、オリンピック誘致という目
先の繁栄よりも、根源的な危機の回避策として、早
急な廃炉措置に資本を投入すべきであるという当た
り前の事実から目をそらすことはできません。

執り成しの祈りに応えて夢見ること
日本基督教団仙台市民教会　東北ヘルプ　　川　上　　直　哉

はじめに
　筆者は「東北ヘルプ」の事務局長である。東北ヘ
ルプは、「公害による被曝地」福島に寄り添うこと
を標榜する支援団体である。寄り添う立場は、常に
制限をその身に帯びる。たとえ個人的には「反原発」
を堅い信条としていたとしても、それを先に表明し
てしまっては、福島の現場で被曝者に寄り添うこと
はできない。寄り添うとは「自分を捨てて」初めて
成立する所作である。だから、たとえば被曝者との
出会いについて、それを神に与えられた「自分の十
字架」と思いなす信仰が必要となる。その信仰だけ
が、「自分を捨てること＝寄り添うこと」を、何が
しか積極的なものとする。
　以上のように考える筆者は、CNFE に参加をして
いない。しかし、6 月に行われた「韓国全原発視察
ツアー」に参加することを許され、震災以来深く豊
かにご厚誼を賜っている韓国教会協議会（NCCK）
の皆様と新しく出会う時と場を与えられた。この出
会いは豊かに実り、10 月末に開催が予定されてい
る世界教会協議会（WCC）釜山大会へと確かに繋
がっている（その詳細は、近刊の『福音と世界』に
記した。どうぞ、ご高覧を願いたい。）今ここに与
えられた機会を活かし、6 月のツアーについての報
告と、一言の提言を記したい。

日本キリスト教協議会（NCCJ）の不在
　一つのショッキングな出来事から論を起こそう。
2013 年 9 月 11 日、筆者は朝日新聞記者からの取
材を受けた。取材は「原発メーカー訴訟」の内容に
ついての疑問から始まった。既に取材の予定を調整

する中で、筆者は崔勝久大兄を紹介し、その訴訟に
ついての記者レクの日取りも場所も伝えていた。レ
クは 30 人以上の記者を迎えて盛大に行われ、その
時間は 2 時間を超えた熱気あるものとなったとい
う。しかし、どの新聞媒体も、その記事を書かなかっ
たと、記者は私に伝えた。
　朝日新聞記者は筆者に問いかけた。何故、一社も
この記者レクの内容を記事にしないのか。私は「原
発だから？」と訊ね返した。首を横に振った記者の
答は、こうである。「NCCJ が不在だからだ。」
　筆者は記者に、NCCJ が存在していたら記事にし
たのかと、訊ね返した。記者は黙って頷いた。記者
はこう訊いた。「原発メーカー訴訟は WCC に繋が
る世界運動であるというが、NCCJ は WCC に参加
しないのではないか。ホームページからそう読める。
NCCJ とつながらない団体を、どう取り扱ってよい
か、良くわからないのだ。」
　勿論、NCCJ は現在も重要な役割を果たしている。
各委員会は困難な中で懸命に召命に応えようと努め
続けておられる。しかし、もしかすると、我々は、
今足元で起こっている事態を、十分理解していない
のかもしれない。日本国内において、特にリベラル
な人々にとって、NCCJ は一つのブランドであり、
頼りである。今でも確かにそうであると、件の記者
は確言した。その NCCJ が機能していないと見做
されている。この問題を軽視し、その不在を問題と
しない「そぶり」をしているとすれば、それは大き
な損失を生み出すことになるのではないか。
　かつて、「指紋押捺拒否運動」が全国のキリスト
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者を一つにつなげた。今回、「反原発運動」は、そ
うなっていない。なぜか。かつては、NCCJ が影に
日向に大きな役割を演じた。今回、それは見えない。
そこに違いがあるのではないか。
　ではどうするのか。間違えても、安っぽい陰謀や
悪意を想像してはならない。想像するならば、取材
すべきだ。すぐにわかる。そうしたものは、存在し
ない。あるいは、ある特定の人物の問題が浮かび上
がってくるかもしれない。しかしそれは全体の一コ
マに過ぎない。それを全ての問題の根源と捉えるの
は、事態の矮小化である。我々は TEPCO（東京電力）
の所業に「事態の矮小化」の愚かさを見せつけられ
ているはずだ。同じ愚を示してはならない。
　もし真摯に NCCJ を取材するならば、その取材
者はただ、力を失って茫然自失としながら、しかし
健気にその任をこなそうと必死になっている同労者
を、一人、また一人と、NCCJ の中に見出すことだ
ろう。それ以外、見出すものはないだろう。これは、
私の率直な意見である。結局、NCCJ を巡って今起
こっている事態は、我々自身の姿の映し絵、あるい
は、我々のこれまで辿ってきた道筋の帰結に過ぎな
いのだ。他罰的なポーズをとっているゆとりは、も
はや、ない。我々は、メタ・ノイア（考え直し）を
迫られている。私はそう思う。

執り成しの祈り
　2013 年 6 月 18 日～ 24 日、韓国国内にあるすべ
ての原子力発電所を巡るツアーが行われた。NCCK
は韓国内に「核のない世を目指すキリスト者連帯（核
キ連）」と名付けられた横断的組織を編成して、日本
からの訪問団を迎え、このツアーを行った。東北ヘル
プは「核キ連」の金容福博士の招待を受け、この旅に
参加した。それは、金博士をはじめとする NCCK と
の WCC 釜山大会準備会合を兼ねての参加であった。
　途中、驚くべき大冒険もあった。乗用車でもすれ
違うことができないであろう山道・坂道・カーブの
道を、ツアー一行を載せた大型バスが入って行く。
途中、乗客はバスを降りて荷を軽くくしなければな
らない路面の脆さもあった。しかし、旅は無事に全
行程を巡った。テレビをはじめとするマスコミは福
島から来た明石牧師を常にフューチャーした。福島
を焦点とした熱が、韓国内に高まっていた。終始
NCCK が、その全体を包む器として機能していた。
NCCK の人々は、会合の度に、いつも何度も筆者

に訊いた。NCCJ は大丈夫であるかと。筆者は、祈っ
てほしいと応えた。NCCK は、いつも同じ熱意で
答えてくださった。勿論、祈ろうと。
　そして、今は 9 月である。WCC 釜山大会の準備
は長足の進展を見せている。最近 NCCK から、筆
者に一つのニュースが伝えられた。WCC 釜山大会
の祈祷課題として「福島への執り成しの祈り」を入
れたとのこと。我らが隣人は、かくも熱心に隣国を
思って努力し続けている。

我々の課題
　どうか、想像してほしい。必死で担っているが、
全てが足りない。国内で NCCJ を支えようとする
祈りも熱意も支援も、足りない。その必要すら、覚
えてもらえていない。ただ、立場に基づく激しい怒
りと猜疑が激しく渦巻いている。そんな状態の中で
もがいている人々。その様な状態の中で、誰がよい
働きを展開できるだろうか。
　そして実際、NCCJ は弱ってしまった。
　しかし、私は希望を持っている。韓国の姉妹た
ち・兄弟たちが祈ってくれている。私は一つの戦略
を持っている。今年、必死に踏みとどまっている
NCCJ の執行部を、何とか支えようとする運動が起
こり始めた。それは関西エキュメニカル・フォーラ
ムから始まった。フォーラムは NCCJ 総幹事を講
師に招き、NCCJ の必要を想起して支えようと呼び
かけておられた。
　そして、その以前に既に CNFE が生み出され、
活動を展開し、立場の違う私たち東北ヘルプにも、
こうして連帯を示してくださっている。緩やかな連
帯を以て、NCCJ を助ける小さな運動が展開している。
　私の戦略はこうである。我々は復活の主を信じ
ている。だから、いつか NCCJ が再び復活する日
があると信じる。しかしおそらく最低あと 4 年、
NCCJ 執行部は、戸惑い嘆きながら、それでも、遅々
としつつ前に進む。その足りないところを、緩やか
なネットワークが補うのだ。そしてそうしているう
ちに、祈りと支援を以て NCCJ を支える輪が、ゆっ
くりと広がる。その運動はきっと、この度の韓国ツ
アーで見た「執り成しの祈り」を基盤として、きっ
と進展する。私はそう信じている。その先に、豊
かな物語を紡ぎだす NCCJ が再生する。その夢を、
私ははっきりと見ている。共に同じ夢を見てくださ
るよう、四方八方に強く願いながら。
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はじめに
　11 月 11 日、福島で未曽有の原発事故を起こし
たメーカーを相手取り、事故の責任を問う訴訟をは
じめます。原告は、その事故を知り精神的な損害を
受けた人は国籍、居住地にかかわりなくどなたでも
なれます。私たちは全世界から 1 万人の原告を募
ります。慰謝料は一人１００円です。
　みなさんは福島事故を起こした原発メーカーは日
立・東芝・ゼネラルエレクトリック（ＧＥ）である
ことをご存知でしたか？世界中に原発輸出をしよう
としているのは彼ら原発メーカーです。みなさん、
全世界の市民と一緒になって国際的な連帯を深め、
核（核兵器、核発電）をなくすことをめざした具体
的なアクションを起こしませんか。私は「原発体制
を問うキリスト者ネットワーク」のメンバーこそ、
この運動の先頭に立つべきではないかと考え、みな
さんに訴えます。
　日本は二度と海外に対して加害者になってはいけ
ないという戦争責任告白の信仰に立つならば、事故
の解明もないまま、海外で事故が起こった場合の責
任をとらず使用済み核燃料の処理方法もない原発輸
出を許してはいけないのではないでしょうか。
　日本は戦争による国民の被害者性を徹底的に追及
せず、加害者であることを忘却してきました。また
同じことを繰り返そうとしています。

原発メーカーに責任がいかない構造
　「けがをさせればその責任をとる、賠償するとい
うのは基本です。自転車でけがをさせた場合、故意
であろうと、過失であっても、注意義務を怠ったと

いうことで賠償責任があることは当たり前です。し
かし原子力損害賠償法（原賠法）によって、原発事
故に関しては（製造者の責任を問う）ＰＬ法（製造
物責任法）は免責されました」（島弁護団長談）。
　その結果、東電の責任は追及されても原発メー
カーはいかなる責任を負うことなく、再稼働を画策
しながらも更なる利益確保のためにむしろヴェトナ
ム、トルコ、ヨルダン、台湾（今、台湾では日本が作っ
た原発を廃炉にすべき運動が展開されています）等
海外に積極的に原発輸出しようとしています。日本
はアメリカから強いられた原賠法を今度は原発輸
出先の相手国に作らせ、事故の場合でも日本の原発
メーカーの責任は問われないようにしているのです。
福島事故の原因も明らかにされないところで、「相
手国の規制体制などを調べる国の「安全確認」と呼
ばれる手続きが実施不能になっている」（毎日８・５）
ことも報道されています。相手国の原発輸入決済は
日本の政府系銀行が貸付け、焦げ付いた場合は税金
で処理される仕組みになっています。

ＮＰＴ体制（核兵器不拡散条約）について
　これは原発力メーカーを育成するという世界的な
コンセンサスがあるからです。それはまさにＮＰＴ
体制（核兵器不拡散条約）によって一部の核保有国
が核を独占し、他国に核兵器を持たせない代わりに
原子力発電所を作らせ、徹底した管理下に置くとい
う新たな戦後の植民地主義です。経済合理性の観点
ではわりにあわない原発を続けようとするのは、核
による世界の支配の構造があるからです。
　アメリカは既に自らは原発を作らず、基本的な技

原発体制を問う具体的な歩みをはじめませんか
ＣＮＦＥ共同代表　　　　崔　　勝　久

CNFE活動記録（2013.6.2 〜 2013.9.30）
6 月 8 日 ～ 28 日 会員用 HP「アゴラ」に、会員活動紹介頁、「資料集」頁に「原発問題に関する声明・宣言など」

「原発問題基礎知識」コーナーを設置。

6 月 18 日～ 25 日 NNAA 主催・CNFE 国際連帯プロジェクト協賛「韓国原発地域韓日市民ツアー」。韓国内
全原発立地を訪問。日本からの参加 21 名。

7 月 15 日 東北ヘルプ、NCC 平和・核問題委員会、NNAA と共同で「WCC 総会への提案書」を韓国
「核のない世の為のキリスト者連合」（核キ連、ANCN) に送付。

8 月 2 日  2013 年度第 1 回運営会議開催。　木村公一氏 ( 福岡在住会員 ) に「福岡における脱原発
運動の現状」及び「1950 年代のキリスト教会における原子力問題」の報告・発題してい
ただき懇談した。

　提　　　言
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術を保有したまま製造は日本と韓国に押し付け、両
国は原発建設（輸出）による経済的利益を追求し、
同時に潜在的核兵器保有という安全保障上の立場を
重要視しているのです。そのことは日本が原子力基
本法を改正し「安全保障に質する」と改正したこと
からも窺えます。
　私たちは「原発メーカー訴訟」で原発メーカーの
社会的・道義的責任を問う、世界で初めて世界の原
発体制に挑戦する裁判をはじめることになります。
共にイエスに従う信仰に根差した積極的な働きをし
ていこうではありませんか。韓国、台湾の教会はも
ちろん、ＷＣＣ（世界教会協議会）にも働きかけて

いきますが、日本の教会に働きかけるのはそれこそ
私たちＣＮＦＥメンバー一人ひとりの責務だと私は
考えます。
　具体的な原告になる手続きは、「原発メーカー訴
訟」のＨＰから必要書類（委任状、会員登録書）を
ダウンロードして事務局にまでお送りください。会
費は年間 5,000 円です。訴状や弁護団の見解、国
際運動の進展をメルマガや年 1 回の会報でご報告
いたします。

日本語ＨＰ：http://ermite.just-size.net/makersosho/
英語版ＨＰ：http://ermite.just-size.net/test/

◆福島中通りの幼稚園児の母親（6 月　幼稚園で）
　原発の爆発を知ったときに、どうしてすぐさま子
どもと少しでも被曝を避けるために逃げなかったの
か。何の情報もない中で仕方がないともいえるが、
それでも子どもと一緒に何度も外に出かけ、遊ばせ
たのか。いろいろ事情があるけれど、移転して安全
な場所で生活をせずに、子どもたちと線量の高い地
域で暮らし続けているのか。子どもに触ってはいけ
ない、入っていけないと、毎日言い続ける生活です。
そのことを子どもたちがどう思っているのか。身体
も精神も縮こまらせているのではないか。そう毎日
思って暮らしています。それなのに「子どもを避難
させない政策に加担している」「子どもを殺すのか」
などの言葉を浴びさせられこともあります。
◆福島市の円通寺住職・吉岡棟憲氏（8 月「福島を忘れない！
全国シンポジウム」で）
　「福島第一原子力発電所」「被災地・被災者」とは
言わず、「東京電力福島第一原子力発電所」「被害地・
被害者」と言ってください。加害者がいることをはっ
きりさせなくてはなりません。
◆葛尾村議 M 氏（8 月　上記シンポジウム後の現地訪問で）
　葛尾村は全村計画的避難指示地域で、現在避難指
示解除準備区域 426 世帯、帰還困難区域 46 世帯、
合計 472 世帯。今年３月中旬から来年 3 月中旬ま
での 1 年間の除染費用は 494 億円です。単純には
言えないが、1 世帯 1 億円換算となります。この場
所は村に入る幹線道路で最も高い位置にある峠で、
最初に除染した所ですが、道路両脇は既に草ぼうぼ

うで、雨や風で山側から流れてくる放射性物質が再
び溜まっています。農地はこれまで耕してきた最も
重要な表土 10cm を剥いでしまいますので耕作地
に戻すにはかなりの年月が必要です。しかも農民は
皆な高齢者なので、どうなるのか全く見通しが立ち
ません。国 ( 環境省 ) は、ともかく「除染をした」
ということにしたい、請負企業 ( 西松建設他 ) は、
発注された工事をしただけで将来について自分達に
一切関係ないということで、住民のことを本気に考
えているとは到底思えません。
◆富岡町からいわき市に避難している S 氏（9 月　避難先の自宅で）
　2 年前に神奈川にいた娘家族が移ってきて、三世
代で仲良く一緒に暮らすようになり、ようやく娘の
ための新居が 3 月 10 日に完成。12 日から引越し
をすることになっていた。でも 12 日早朝から身障
者 1 級の長男 (34 歳 ) を連れての「悪魔からの逃避
行」が始まりました。まず山木屋 ( 川俣町、現在も
居住制限地域 ) に避難、そこから娘家族は別の避難
先に、私たち 3 人は保原町・日立市など 5 ヵ所以
上の避難先を転々として、今ようやくいわき市に
落ち着きました。喜びも悲しみも苦しみも、家族 8
名みんなで分かち合い、家族みんなで野良仕事をし
て、笑い、遊び、学び、語る生活が、すべて出来な
くなってしまった。北の空のかなたをじっと眺めて
故郷を思い、町や家や友達、孫達と過ごした日々を
懐かしく思っています。私は真面目に生きてきたと
思いますが、なぜこのようなことになるのか。今に
なってとは思いますが、原発はなくして欲しい。

最近聞いた核被害地の人びとの声から（Reported by 秋爺）る
ぽ



　創刊号のコラムに「放射線と人類のような高等生
物」を書いた。地球ができてから 46 億年。最初は
放射線が激烈で生物が住めなかったが、様々な環境
変化で生物が住めるようなレベルに落ち着いてき
た、と言った。つまり現在でも
自然放射能レベルはゼロになっ
た訳ではない。世界平均値で
人は 2.4mSv/ 年を受けている。
内訳は宇宙から 0.39mSv/ 年

（宇宙から来る高エネルギーの
粒子が空気と衝突して種々の放
射線を発生させる。人は 1 秒間
に 100 個ほどの宇宙放射線を浴
びている）、大地から 0.48mSv/
年（地中にある主な放射性物質
はウラン、カリウム 40，トリウムで岩石、土に微
量含まれている）、大気から 1.26mSv（主に気体の
ラドンから）、食物から 0.29mSv/ 年（人体に必須
としているカリウムに 0.012％含まれるカリウム
40 から）だ。皆さんは生まれた時からこの環境の
中で生きている。自然放射能は人間が発生して以来
のものだから悪い影響はないという学者がいるがそ
れは嘘。自然放射能によって生ずるガンや様々な疾
病もあるが、それは人類が滅亡するほどではないと
いうこと。カリウム 40 による内部被曝は普通の大
人で常時 4000 ベクレル（60 ベクレル /Kg）ある。
しかしこれが怖いと言ってカリウムを取らなければ

人は栄養失調で確実に死ぬ。
　今回の福島原発事故ではこの上に人工放射能、セ
シウム、ストロンチウム、ヨウ素などが加わってお
り、それがこの自然放射能をとてつもなく上回る放

射線を出すことが問題になって
いる。特に最近話題になってい
る汚染水の海への流出問題。こ
れは既に 2 年前から起こってい
た。水産庁の専門官の方が言わ
れていた。「魚を検査したら基
準値以下ですから安心です。と
言いますが、それはサンプル値。
時々、それをめちゃくちゃ上回
る個体が見つかります。それを
食べれば影響は大いにありま

す」と。私はこれからの時代は 1 家庭１放射線量
計を持つべき時代だと思う。自分を守るのは自分し
かない。線量計の使い方、放射線の性質を知ること
は生きていくために必須の時代だ。
　最後に、原水爆実験だけではなく、六ヶ所村など
世界で行われている使用済み核燃料の再処理によっ
て、ラドンやクリプトン 85 などの放射性気体が増
加している。空気を吸っている私たちはそれ避けら
れない。地球時間を掛けて減ってきた自然放射能が
人間の浅はかな業により増加に転じた。それは人類
を滅ぼす。核はなくさなければならない。
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が、安倍総理が「Under Control」とにこやかに言
い放った時は戦慄を覚えました。▼「国際公約だか
ら、これを言質に実行を迫ろう」との意見も見られ
ますが、そういう期待をどれほど彼らに対して持て
るでしょうか。▼一方、刑事責任を問う告発は全員
不起訴。誰にも予見できなかったという理由です。
▼それにしては事故前に「絶対事故は起こさない」
と予見できていたのは素晴らしい。「起こさない」
予見は出来ていたのに「起きる」予見は出来なかっ
た、と。▼今さらながら、原子力政策はいい加減な
モノだったことが明るみに出
た瞬間でした。（ごみ）

▼ジャック・ロゲＩＯＣ会長が「T ＯＫＹＯ」とい
うカードを提示した時は全然驚かなかったのです
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